
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（7月分)
※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

　書　　名 著　者 出版社 請求記号

　＊　０００  総記　＊

絵本はもっと面白くなる! 早川 裕／著 牧野出版 019.5/ﾊ/

伝える仕事 池上 彰／著 講談社 070.1/ｲ/

　＊　１００  哲学　＊

こころがほっとするアドバイス 明橋 大二／著 1万年堂出版 146.8/ｱ/

大人が自分らしく生きるためにずっと知りたかったこと ミレーヌ・デクロー／著 ダイヤモンド社 159.6/ﾃﾞ/

　＊　２００  歴史　＊

小倉城と城下町 北九州市立自然史・歴史博物館／編 海鳥社 219.1/ｷ/

夢を描く女性たち ボムアラム／著 タバブックス 280.4/ﾎﾞ/

　＊　３００  社会科学　＊

白書の白書　2020年版 木本書店・編集部／編集 木本書店 317/ｷ/20

SDGsが生み出す未来のビジネス　　（できるビジネス） 水野 雅弘／著 インプレス 335.1/ﾐ/

今日からできる!小さな会社のSDGs 村尾 隆介／著 青春出版社 335.1/ﾑ/

ボスの知らない女性の特性 川邊 彌生／著 セルバ出版 336.4/ｶ/

うまくいかない人間関係のトラブル対処法 鈴木 あき／著 セルバ出版 361.4/ｽ/

女性労働研究　第64号 女性労働問題研究会／編 女性労働問題研究会 366.3/ｼﾞ/

ジェンダー・ダイバーシティーと教育 愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所／編 ユニテ 367.1/ｱ/

フェミニスト現象学入門 稲原 美苗／編 ナカニシヤ出版 367.1/ｲ/

エトセトラ　VOL.3(2020SPRING/SUMMER) エトセトラブックス 367.1/ｴ/

ジェンダーと身体 川本 玲子／編著 小鳥遊書房 367.1/ｶ/

女性の暮らしと生活意識データ集　2020-2021 三冬社 367.1/ｼﾞ/20-21

読書する女たち ステファニー・スタール／著 イースト・プレス 367.1/ｽ/

女子学生はどう闘ってきたのか 小林 哲夫／著 サイゾー 367.2/ｺ/

法制度における男性差別 ポール・ナサンソン／著 作品社 367.5/ﾅ/

親子で話そう!性教育 浅井 春夫／監修 朝日新聞出版 367.9/ｵ/

ぼくは性別モラトリアム からたち はじめ／著 幻冬舎 367.9/ｶ/

サイバーハラスメント ダニエル・キーツ・シトロン／著 明石書店 368.6/ｼ/

フラワーデモを記録する フラワーデモ／編 エトセトラブックス 368.6/ﾌ/

ジェンダーからソーシャルワークを問う 横山 登志子／編著 ヘウレーカ 369.1/ﾖ/

イラスト図解いちばんわかりやすい介護術 三好 春樹／著 永岡書店 369.2/ﾐ/

生活保護とあたし 和久井 みちる／著 あけび書房 369.2/ﾜ/

女性のエンパワメントと教育の未来　　（越境ブックレットシリーズ） 天童 睦子／著 東信堂 371/ﾃ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。 各務 展生／原案 学研プラス 377.9/ｶ/

「超」勉強力 中野 信子／著 プレジデント社 379.7/ﾅ/

　＊　４００  自然科学　＊

量子とはなんだろう　　（ブルーバックス） 松浦 壮／著 講談社 421.3/ﾏ/

マンガでわかる女性のADHD・ASD自分らしい生き方ガイド 福西 勇夫／著 法研 493.7/ﾌ/

読むサウナ美人 まんきつ／絵 主婦の友社 498.3/ﾖ/

コロナの衝撃　　（ディスカヴァー携書） 小原 雅博／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 498.6/ｺ/

　＊　５００  技術　＊

ゆる菌活 おの みさ／著 パイインターナショナル 596/ｵ/

主婦の給料、5億円ほしー!!! 鳥谷 丁子／著 KADOKAWA 599/ﾄ/

　＊　６００  産業　＊

らしく生きよと猫は言う ジェイミー・シェルマン／絵 東京書店 645.7/ﾏ/

　＊　７００  芸術　＊

マンガ・スタディーズ　　（ブックガイドシリーズ基本の30冊） 吉村 和真／編 人文書院 726.1/ﾖ/

紙バンドで結んで作るかご編みLesson 古木 明美／著 河出書房新社 754.9/ﾌ/

　＊　９００  文学　＊

田辺聖子の万葉散歩 田辺 聖子／著 中央公論新社 911.1/ﾀ/

The Young Women's Handbook 山内 マリコ／著 光文社 914.6/ﾔ/

親のトリセツ カータン／著 KADOKAWA 916/ｶ/

顔で選んだダンナはモラハラの塊でした モグ／原案 KADOKAWA 916/ｶ/

シングル父さん子育て奮闘記 木本 努／著 ぱるす出版 916/ｷ/

ぼくが13人の人生を生きるには身体(からだ)がたりない。 haru／著 河出書房新社 916/ﾊ/

ピグマリオン・コンプレックス 小野 俊太郎／著 小鳥遊書房 930.4/ｵ/

　＊　Ｆ  小説　＊

水を縫う 寺地 はるな／著 集英社 F/ﾃ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

朝鮮半島と日本の未来　　（集英社新書） 姜 尚中／著 集英社 G319.1/ｶ/

日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?　　（光文社新書） 山田 昌弘／著 光文社 G334.3/ﾔ/

新型コロナと貧困女子　　（宝島社新書） 中村 淳彦／著 宝島社 G673.9/ﾅ/

　＊　児童書　＊

なぜ僕らは働くのか 池上 彰／監修 学研プラス 366/ﾅ/Z

摂食障害オバケの“ササヤキ” 雨こんこん／作 少年写真新聞社 493/ｱ/Z

みんなでウイルスとたたかおう! エロイーズ・マグレガー／文 化学同人 498/ﾏ/

目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ／著 さ・え・ら書房 519/ﾌ/

さがす 長倉 洋海／著 アリス館 748/ﾅ/

アニメムーミン谷のなかまたちハンドブック トーベ・ヤンソン／原案 徳間書店 778/ﾔ/

カンタン!齋藤孝の最高の読書感想文　　（角川つばさ文庫） 齋藤 孝／著 KADOKAWA 816/ｻ/



　書　　名 著　者 出版社 請求記号

6年1組黒魔女さんが通る!!　11　　（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 913/ｲ/11

ネバーウェディングストーリー　　（モールランド・ストーリー） ひこ・田中／作 福音館書店 913/ﾋ/

　＊　絵本　＊

ジュリアンはマーメイド ジェシカ・ラブ／作 サウザンブックス社 E/ｼﾞ/

7年目のランドセル 内堀 タケシ／写真・文 国土社 E/ﾅ/

ネコのきらら にじのうちゅうへ 敷村 良子／作 文芸社 E/ﾈ/

みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ／文 さ・え・ら書房 E/ﾐ/

虫ガール ソフィア・スペンサー／文 岩崎書店 E/ﾑ/


